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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月29日に提出いたしました事業年度 第87期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31

日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂

正報告書を提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

５【役員の状況】 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

５【役員の状況】 

  

（訂正前） 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(千株)

 

代表取締役 

会長 

 

佐々木 謙 二 昭和13年９月１日生

昭和36年４月 当社入社

(注)１ 63

昭和62年６月 取締役

平成３年６月 常務取締役

平成７年６月 専務取締役

平成10年６月 代表取締役副社長

平成12年６月 

平成18年６月

代表取締役社長 

代表取締役会長(現)

代表取締役 

社長 

執行役員

天 木 武 彦 昭和18年３月31日生

昭和40年４月 当社入社

(注)１
42

平成６年６月 取締役

平成11年６月 常務取締役

平成15年６月 専務取締役

平成17年６月 取締役専務執行役員

平成18年６月 代表取締役社長(現)

代表取締役 

副社長 

執行役員

技術本部長 鈴 木 啓 一 昭和16年５月19日生

昭和39年４月 当社入社

(注)１
49

平成６年６月 取締役

平成10年６月 常務取締役

平成15年６月 専務取締役、研究開発本部長、 

STS事業部長

平成17年６月 取締役専務執行役員

平成18年６月 代表取締役副社長、 
技術本部長(現)

代表取締役 

副社長 

執行役員

池 田 勝 一 昭和17年11月28日生

昭和41年４月 日商㈱入社

(注)１
26

平成５年４月 当社入社
平成６年６月 取締役
平成10年６月 常務取締役
平成15年６月 専務取締役、北米事業統括、 

NHKインターナショナル社取締役
社長(現)

平成17年６月 
平成18年６月

専務執行役員 
代表取締役副社長(現)

取締役 
専務 
執行役員

企画本部長
兼購買本部
長

長 澤 國 雄 昭和19年５月３日生

昭和43年４月 当社入社

(注)１
24

平成９年６月 取締役、管理本部副本部長兼経営
企画室長

平成10年６月 企画管理本部副本部長兼経営企画
室長

平成13年６月 人事部長
平成14年６月 常務取締役
平成15年６月
平成17年６月
平成18年６月

シート生産本部長 
取締役専務執行役員(現) 
企画本部長(現)、 
購買本部長(現)、 
㈱ジー・エル・ジー代表取締役社
長(現)、 
日本シャフト㈱代表取締役社長
(現)
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(注)１取締役の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結の 

時までである。 
  ２取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(千株)

取締役 
専務 
執行役員

ばね生産本
部長

布 施   武 昭和19年２月17日生

昭和43年４月 当社入社

(注)１
36

平成９年６月 取締役、産機事業本部副本部長

平成10年６月 研究開発本部副本部長
平成11年６月 産機事業本部長

平成14年６月 常務取締役

平成17年６月 
 

平成18年６月

取締役専務執行役員(現)、 
ばね生産本部長(現) 
ニューメーサーメタルス社取締役
会長(現)、 
NHKオブアメリカサスペンション
コンポーネンツ社取締役会長(現)

取締役 
専務 
執行役員

精密ばね生
産本部長

山 口  努 昭和22年２月28日生

昭和44年４月 当社入社

(注)２
21

平成５年６月  精密ばね事業本部管理部長

平成６年８月  精密ばね生産本部管理部長

平成11年６月  取締役、精密ばね生産本部副本部 
 長

平成12年４月  ＤＤＳ事業本部副本部長兼管理部 
 長兼営業部長

平成15年６月  ＤＤＳ事業本部長

平成16年６月  常務取締役

平成17年６月  常務執行役員

平成18年６月  精密ばね生産本部長(現)

平成19年６月  取締役専務執行役員(現)

取締役 
常務 
執行役員

営業本部長 玉 村 和 己 昭和24年５月10日生

昭和47年４月 当社入社

(注)１
８

平成10年６月 営業本部第二営業部長

平成11年６月 シート生産本部管理部長

平成15年６月 取締役、シート生産本部副本部長

平成16年６月 営業本部副本部長兼第一営業部長

平成17年６月 執行役員

平成18年６月 取締役常務執行役員(現)、 
営業本部長(現)
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(注)１監査役 嶋尾正及び和田讓治は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 
  ２監査役の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。 
  ３監査役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(千株)

常勤監査役 天 野 一 敏 昭和19年７月12日生

昭和43年４月 当社入社

(注)２
33

平成10年６月  企画管理本部経理部長
平成11年６月 

  
平成15年６月 
平成16年６月

 取締役、企画管理本部副本部長兼 
 経理部長 
 常務取締役 
 ㈱ニッパツサービス代表取締役社 
 長

平成18年６月  常勤監査役(現)

常勤監査役 木 村 雅 彦 昭和22年７月30日生

昭和46年４月 ㈱第一銀行入行

(注)３
７

平成13年１月 当社被出向、企画管理本部経営企

画室主管

平成13年６月 取締役 企画本部経営企画室長

平成16年４月 企画本部経営企画部長兼広報部長

兼内部監査部長

平成17年６月 常務執行役員、企画本部関連事業

部長

平成19年６月 常勤監査役(現)

監査役 嶋 尾   正 昭和25年２月２日生

昭和48年４月 大同特殊鋼㈱入社

(注)１
  ２ ―

平成10年６月 同社知多工場管理部長

平成12年６月 同社鋼材事業部販売第一部長

平成16年４月 同社経営企画部長

平成16年６月 同社取締役経営企画部長

平成16年６月 同社常務取締役経営企画部長

(現)、監査役(現)

監査役 和 田 讓 治 昭和22年９月26日生

昭和45年４月 日商岩井㈱入社

(注)１
  ３

―

平成４年４月 日商岩井メキシコ社社長

平成14年６月 日商岩井㈱執行役員

平成15年４月 同社常勤監査役

平成15年６月 監査役(現)

平成16年４月 

平成16年６月 

  

平成16年７月 

  

平成17年10月

双日㈱常勤監査役 

ニチメン・日商岩井ホールディン

グス㈱常勤監査役 

双日ホールディングス㈱常勤監査

役 

双日㈱常勤監査役(現)

計 310
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（訂正後） 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(千株)

 

代表取締役 

会長 

 

佐々木 謙 二 昭和13年９月１日生

昭和36年４月 当社入社

(注) 63

昭和62年６月 取締役

平成３年６月 常務取締役

平成７年６月 専務取締役

平成10年６月 代表取締役副社長

平成12年６月 

平成18年６月

代表取締役社長 

代表取締役会長(現)

代表取締役 

社長 

執行役員

天 木 武 彦 昭和18年３月31日生

昭和40年４月 当社入社

(注)
42

平成６年６月 取締役

平成11年６月 常務取締役

平成15年６月 専務取締役

平成17年６月 取締役専務執行役員

平成18年６月 代表取締役社長(現)

代表取締役 

副社長 

執行役員

技術本部長 鈴 木 啓 一 昭和16年５月19日生

昭和39年４月 当社入社

(注)
49

平成６年６月 取締役

平成10年６月 常務取締役

平成15年６月 専務取締役、研究開発本部長、 

STS事業部長

平成17年６月 取締役専務執行役員

平成18年６月 代表取締役副社長、 
技術本部長(現)

代表取締役 

副社長 

執行役員

池 田 勝 一 昭和17年11月28日生

昭和41年４月 日商㈱入社

(注)
26

平成５年４月 当社入社
平成６年６月 取締役
平成10年６月 常務取締役
平成15年６月 専務取締役、北米事業統括、 

NHKインターナショナル社取締役
社長(現)

平成17年６月 
平成18年６月

専務執行役員 
代表取締役副社長(現)

取締役 
専務 
執行役員

企画本部長
兼購買本部
長

長 澤 國 雄 昭和19年５月３日生

昭和43年４月 当社入社

(注)
24

平成９年６月 取締役、管理本部副本部長兼経営
企画室長

平成10年６月 企画管理本部副本部長兼経営企画
室長

平成13年６月 人事部長
平成14年６月 常務取締役
平成15年６月
平成17年６月
平成18年６月

シート生産本部長 
取締役専務執行役員(現) 
企画本部長(現)、 
購買本部長(現)、 
㈱ジー・エル・ジー代表取締役社
長(現)、 
日本シャフト㈱代表取締役社長
(現)
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(注)取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時
までである。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(千株)

取締役 
専務 
執行役員

ばね生産本
部長

布 施   武 昭和19年２月17日生

昭和43年４月 当社入社

(注)
36

平成９年６月 取締役、産機事業本部副本部長

平成10年６月 研究開発本部副本部長
平成11年６月 産機事業本部長

平成14年６月 常務取締役

平成17年６月 
 

平成18年６月

取締役専務執行役員(現)、 
ばね生産本部長(現) 
ニューメーサーメタルス社取締役
会長(現)、 
NHKオブアメリカサスペンション
コンポーネンツ社取締役会長(現)

取締役 
専務 
執行役員

精密ばね生
産本部長

山 口  努 昭和22年２月28日生

昭和44年４月 当社入社

(注)
21

平成５年６月  精密ばね事業本部管理部長

平成６年８月  精密ばね生産本部管理部長

平成11年６月  取締役、精密ばね生産本部副本部 
 長

平成12年４月  ＤＤＳ事業本部副本部長兼管理部 
 長兼営業部長

平成15年６月  ＤＤＳ事業本部長

平成16年６月  常務取締役

平成17年６月  常務執行役員

平成18年６月  精密ばね生産本部長(現)

平成19年６月  取締役専務執行役員(現)

取締役 
常務 
執行役員

営業本部長 玉 村 和 己 昭和24年５月10日生

昭和47年４月 当社入社

(注)
８

平成10年６月 営業本部第二営業部長

平成11年６月 シート生産本部管理部長

平成15年６月 取締役、シート生産本部副本部長

平成16年６月 営業本部副本部長兼第一営業部長

平成17年６月 執行役員

平成18年６月 取締役常務執行役員(現)、 
営業本部長(現)
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(注)１監査役 嶋尾正及び和田讓治は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 
  ２監査役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。 
  ３監査役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。 
  ４監査役の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。 
  ５監査役の任期は、平成16年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(千株)

常勤監査役 天 野 一 敏 昭和19年７月12日生

昭和43年４月 当社入社

(注)２
33

平成10年６月  企画管理本部経理部長
平成11年６月 

  
平成15年６月 
平成16年６月

 取締役、企画管理本部副本部長兼 
 経理部長 
 常務取締役 
 ㈱ニッパツサービス代表取締役社 
 長

平成18年６月  常勤監査役(現)

常勤監査役 木 村 雅 彦 昭和22年７月30日生

昭和46年４月 ㈱第一銀行入行

(注)３
７

平成13年１月 当社被出向、企画管理本部経営企

画室主管

平成13年６月 取締役 企画本部経営企画室長

平成16年４月 企画本部経営企画部長兼広報部長

兼内部監査部長

平成17年６月 常務執行役員、企画本部関連事業

部長

平成19年６月 常勤監査役(現)

監査役 嶋 尾   正 昭和25年２月２日生

昭和48年４月 大同特殊鋼㈱入社

(注)１
  ４ ―

平成10年６月 同社知多工場管理部長

平成12年６月 同社鋼材事業部販売第一部長

平成16年４月 同社経営企画部長

平成16年６月 同社取締役経営企画部長

平成16年６月 同社常務取締役経営企画部長

(現)、監査役(現)

監査役 和 田 讓 治 昭和22年９月26日生

昭和45年４月 日商岩井㈱入社

(注)１
  ５

―

平成４年４月 日商岩井メキシコ社社長

平成14年６月 日商岩井㈱執行役員

平成15年４月 同社常勤監査役

平成15年６月 監査役(現)

平成16年４月 

平成16年６月 

  

平成16年７月 

  

平成17年10月

双日㈱常勤監査役 

ニチメン・日商岩井ホールディン

グス㈱常勤監査役 

双日ホールディングス㈱常勤監査

役 

双日㈱常勤監査役(現)

計 310
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